
No 契約日 工事名 担当課 適用範囲 予定価格（税込） 契約金額（税込） 業種 備考

1 4300711 赤坂台配水管布設替工事Ｈ３０‐５ 水道整備課 総合評価落札方式 11,750,400 10,918,800 水道施設

2 4300801
豊川市豊川駅東駐車場屋上等改
修工事

商工観光課 総合評価落札方式 68,353,200 64,908,000 建築一式

3 4300815
公共下水道築造工事（豊川西部処
理分区　八幡町第５２工区）

下水整備課 総合評価落札方式 12,598,200 11,934,000 土木一式

4 4300815
豊川西部　区画道路築造工事（６‐
７６号外２路線）

区画整理課 総合評価落札方式 30,782,160 28,566,000 土木一式

5 4300815
道路拡幅改良工事　市道正岡牛久
保線

道路建設課 総合評価落札方式 31,793,040 30,240,000 土木一式

6 4300912 御油町配水管布設替工事Ｈ３０‐２７ 水道整備課 総合評価落札方式 38,437,200 37,368,000 水道施設

7 4300912
（仮称）赤坂宿脇本陣広場整備工
事

生涯学習課 総合評価落札方式 26,911,440 25,488,000 土木一式

8 4301003 宿町配水管布設替工事Ｈ３０‐１０２ 水道整備課 総合評価落札方式 37,616,400 35,370,000 水道施設

9 4301031
災害用マンホールトイレ整備工事そ
の３

下水整備課 総合評価落札方式 19,018,800 18,360,000 土木一式

No 契約日 工事名 担当課 適用範囲 予定価格（税込） 契約金額（税込） 業種 備考

1 4300530
豊川市立代田小学校普通教室空
調設備設置工事

教育委員会
庶務課

予定価格１億以上 109,080,000 103,604,400 管

2 4300615
豊川市立小坂井東小学校校舎大
規模改修工事のうち建築工事

教育委員会
庶務課

予定価格１億以上 232,200,000 226,800,000 建築一式 継続費（Ｈ30-31）

3 4300615
豊川市処理場公共下水道接続工
事

清掃事業課 予定価格１億以上 282,528,000 280,800,000 清掃施設

4 4300613
ゆうあいの里ふれあいセンター外壁
等改修工事

介護高齢課 予定価格１億以上 144,180,000 136,620,000 建築一式

5 4300627
豊川市立小坂井東小学校校舎大
規模改修工事のうち電気設備工事

教育委員会
庶務課

予定価格１億以上 102,859,200 92,573,280 電気

6 4300627
豊川市立小坂井東小学校校舎大
規模改修工事のうち機械設備工事

教育委員会
庶務課

予定価格１億以上 133,488,000 126,813,600 菅

7 4300711
大和水源高圧受電盤等更新工事
Ｈ３０‐６５

水道整備課
一宮浄水場

予定価格１億以上 127,980,000 123,984,000
機械器具
設置

8 4300815 市田町配水管布設替工事Ｈ３０‐７２ 水道整備課 予定価格１億以上 140,108,400       137,268,000 水道施設

9 4300904
豊川市防災センター建設工事のう
ち建築工事

防災対策課 予定価格１億以上 460,944,000       451,440,000 建築一式 継続費（Ｈ30-31）

10 4300904
豊川市防災センター建設工事のう
ち電気設備工事

防災対策課 予定価格１億以上 171,180,000       145,476,000 電気 継続費（Ｈ30-31）

11 4300912
豊川市防災センター建設工事のう
ち機械設備工事

防災対策課 予定価格１億以上 127,440,000 121,500,000 管 継続費（Ｈ30-31）

12 4301031 柑子町配水管布設替工事Ｈ３０‐６２ 水道整備課 予定価格１億以上 120,970,800 116,046,000 水道施設

13
豊川市立三蔵子小学校普通教室
空調設備設置工事

教育委員会
庶務課

予定価格１億以上 管

14
豊川市立中部小学校普通教室等
空調設備設置工事

教育委員会
庶務課

予定価格１億以上 管

15
豊川市立御油小学校普通教室空
調設備設置工事

教育委員会
庶務課

予定価格１億以上 管
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No 契約日 工事名 担当課 適用範囲 予定価格（税込） 契約金額（税込） 業種 備考

1 4300301
庁舎清掃等業務委託その１（長期
継続契約）

財産管理課他
庁舎その他施設の建
物清掃業務

17,998,714 17,787,600 業務委託 長期継続（Ｈ30.3-31.3）

2 4300419 河川等草刈業務委託 道路維持課 除草及び草刈業務 35,219,880 34,128,000 業務委託

3 4300419 公園草刈作業委託（北部地区） 公園緑地課 除草及び草刈業務 11,628,360 11,016,000 業務委託

4 4300419 公園芝刈作業委託 公園緑地課 除草及び草刈業務 10,251,360 8,964,000 業務委託

5 4300419 公園草刈作業委託（南部地区） 公園緑地課 除草及び草刈業務 9,148,680 8,802,000 業務委託
予定価格1,000万円未満だが、同
一業務を分割した案件のため、労
働環境確認には該当とする

6 4300516
道路草刈業務委託その１（東部地
区）

道路維持課 除草及び草刈業務 18,733,680 18,684,000 業務委託

7 4300516
道路草刈業務委託その２（西部地
区）

道路維持課 除草及び草刈業務 22,506,120 22,032,000 業務委託

8 4300419
公園樹木管理作業委託（東部地
区）

公園緑地課 樹木管理業務 11,616,480 11,124,000 業務委託

9 4300419
公園樹木管理作業委託（西部地
区）

公園緑地課 樹木管理業務 11,200,680 11,124,000 業務委託

10 4300419
公園樹木管理作業委託（南部地
区）

公園緑地課 樹木管理業務 11,125,080 10,800,000 業務委託

11 4300516 街路維持管理業務委託その１ 道路維持課
除草及び草刈業務
樹木管理業務

15,043,320 13,878,000 業務委託

12 4300516 街路維持管理業務委託その２ 道路維持課
除草及び草刈業務
樹木管理業務

13,990,320 12,960,000 業務委託

13 4300516 街路維持管理業務委託その３ 道路維持課
除草及び草刈業務
樹木管理業務

12,963,240 11,772,000 業務委託

14 4300516 街路維持管理業務委託その４ 道路維持課
除草及び草刈業務
樹木管理業務

13,853,160 12,420,000 業務委託

15 4300401
豊川市中央図書館業務作業委託
（長期継続契約）

中央図書館
【プロポーザル方式】
庁舎その他施設の受
付、案内等業務

168,000,000 165,240,000 業務委託 長期継続（Ｈ30.4-33.5）

16 4300613
豊川市南部学校給食センター調理
等包括業務委託

学校給食課 給食調理等業務 800,474,400 797,817,600 業務委託 債務負担行為（Ｈ30.8-Ｈ35.7）
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